
事例を知りたい

過去の事例から学べば、

未来の成功が見えてきますよ。

札幌を活用した例は、過去にもたくさんあります。

札幌在住のクリエイターの事例や観光仕掛け人や学生とのコラボレーション、

毎年開かれているビッグイベントやフェア、ホテルとのタイアップなど

なるほどと思う事例から、わがまちに応用できるヒントがきっと見つかります。

人と人との出会いを応援する札幌市の道内連携事業にもご注目ください。



デ�インも！ブランディングも！
クリエイター�チェック

様々なジャンルのクリエイターが集まり、自ら「知る機会」「もまれる機会」「きたえる機

会」「発表する機会」をつくろう。そんな�が高まって、札幌アートディレクターズクラブ

は 生 ま れ ま し た 。ク リ エ イ タ ー た ち が � 人 の 資 格 で 参 加 ・ 運 営

する会�組�（�営利の��団体）で、100人以上が正会�として��しています。

毎年�に、年度のクリエイティブ成果を一�に会し、それらを�観し、優

れた作品を選出する場として、作品公開��会を開催。「優れたアート

ディレクション」を��の基�に選�します。

「札幌A�� コンペティション�ア�ード」でのグランプリ、�グランプリ作

品をはじめ、全入�・入選作品をカラー図�で掲載。付��� - ROM

にはTV-  �� やデジタルメディア作品等を収�しています。北海道クリ

エイティブの歴史をペーパーメディア、マルチメディアの�面から記�す

る、資料価値の高い一�です。

北のクリエイティブシーンをクリエイターが�くしていく

札幌アートディレクター�クラブ������� ���

������� ��� コン�ティション�ア�ードの開催（年1�）

������� ��� 年�の発行（年1�）

※お問い合わせ・ご�入につきましては下記�apporo A��ウェブサイトよりお問い合わせください

�な活�

特産品のパッケージをつくりたい、地域のイメージアップをしたいなど、

クリエイティブの色々なシーンで�りになる札幌最大のアートディレクター集団をご紹介します。

デ�インも！ブランディングも！クリエイター�チェック ※会�作品の一例です

小林酒造 日本酒

中�町地域プロモーション ����R�

ブランディングをはじ�、ポスター、�ンフレットから��の��まで。

クリエイターの活用で商品力アップの��性が広がります。

���布 JAびえい 美�選果
「美�の��」

ロ�デ�イン 新商品からイベントタイトルまで、
人々の心をつか�ロゴをデザインします。 ウェブサイト 見た目はもちろん、使いやすさが大�。

目的に合った機能美のあるサイトを構築します。 �ッ�ージデ�イン �に取ってみたくなるような、
オリジナリティのあるパッケージを作ります。

��町イベント
「いけだミートサーカス」

クリエイターをお�しの方はWEBからどうぞ�

������� ���
ウェブサイト

「�E�BER（メンバー）」のペー

ジに、会�一人一人の経歴と連

�先を掲載しています。

お�しのクリエイターが見つかり

ましたら、�別にコンタクトをお

取りください。

※�apporo A��は会�によるボランティア組�です。
　�々のクリエイターの紹介や仕事の��などは出来
　か�ますので、ご��ください。
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観光仕�け�を味�にする

白�町のアイ�文化体験や小平町や�市町の農・漁業体

験、江差町の文化体験や西�別エリアの様々な交流体験等

を、地域の方々と一緒につくりこんで、実�に販売していま

地域ならではの交�プログラムづくり

��町、上�幌町、��内町、中�別町、��エリア等で

観光地域づくりコーディネート組�の組成を支援していま

���、���の��支援

一言メッセージ

�んでいる人にとって「あたりまえ」の中に

こそ「地域ならではの魅力」があります。それ

らを掘り�こし、一緒に��らしい観光地域

づくりに取り組んでいきましょう。

●所在地／札幌市中央区南2条東2丁目8-1 大�ビル9F

●お問い合わせ／株式会社北海道��旅行社

　TEL 011-252-2115　FAX 011-252-2117

●ホームページ／hokkaido-takarajima.com

��会� 北海道���行�

「�物」でいっ�いの��、北海道の地域を活性化

北海道��旅行社は、観光によって北海道各地の地域づくりのお�伝いをする会社です。�にパッケージツアーで団体観光客を周�

させるのではなく、せっかく訪れてくれた人にいかに長く�在してもらうか、リピーターになっていただくかといった地域のファンづくり

を目的に、「�んでよし訪れてよしの�げる�アルファの観光地域づくり」のお�伝いをしています。

「北海道体�����」
アウトドアから農業・漁業体験

やもの づくりまで 北 海 道の

体験プログラムを掲出。年に約

4万人の観光客がこのサイトを

通じて体験プログラムの申し込

みをしています。無料で掲出で

き、成約したら10.8�のシステ

ム利用料を�うだけなので気

軽に�められます。

例��・・・

��町で����

�部町が観光地域づくりの一�として実施。漁協�性部のみ

なさんが、その時々の旬の魚介類を使った料理教室を実施し

ています。

観光地域づくりのコンサルティング
どのまちにも、そこにしかない歴史や観光資源といった「地域なら

ではの魅力」があります。それらを活用した体験プログラムや�在

モデルプランづくり、���・���等のコーディネート組�づくりを

支援します。

海外���行者のコンシェルジュ
海 外からの比 較 的���の

�人旅行者に、オーダーメイド

ツアーを提案・ご案内するコン

シェルジュサービスを提供して

いま す 。地 域 の 方 々と 連 携

して、北海道ならではの魅力を

��してもらい、リピーターに

なって�けるようにおもてなし

をしています。

�インバウンド
　�人自由旅行者向け
　コンシェルジュサイト

�検�も申し込みも���

例��・・・

観光によって地域を活性化する、�れはただ多くの観光客を連れてくることではありま�ん。

地元の�たちが�がまちを見直し、�れる�をもてなすことでこ�、�んとうの��いが生まれます。
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�生とコラ�レーション

札幌市立大学における研�活動、地域���び国内外の

ネット�ークの�成推進を図ることを目的に設置。産�学

の多様な連携をサポートします。

地域連携��センター

「研�・活動の内容を知りたい」「札幌市立大学との連携方

法について知りたい」など、地域・産学連携に関する�問・

質問・ご要�等にお応えします。お気軽にご相談ください。

※ご来訪の�は�め�話またはメールにてご連�ください。

お問い合わせ・ご�約は

札幌市立大学　地域連携課　地域・産学連携�当

TEL.011-592-2346　FAX.011-592-2369

E-mail: renkei�scu.ac.jp

���産�連携相談��

札 幌 市 立 大 �
札幌市立大学は、デザインと看�の連携のもと人間重視、地域��を目指して2006年に開学しました。デ

ザインと看�の２学部２研���び1専��からなり、それぞれの専門に加えて、�学部の教�が連携・

共同して教育研�を行なっています。市民、産業�、行�や公的機関などとも連携することにより、地域課

題に対応した教育・研�も行なっています。 

札 幌 � � 大 �
2021年4月開設した新札幌キャンパスのコンセプトは、「多様なこと・ひと・もの（diversity）」との「協働

（collaboration）」です。「�市�」「開��」のキャンパスとして設計されており、産�学民の連携拠点であ
る社会連携センター、生�教育の拠点であるコミュニティカレッジ、経�学・経営学・心理学の専門�を中
心に約10万�の��がある図�館、300席規�の多目的ホールなどがあります。

札 幌 大 �
札幌大学が掲げる理念「地域共創」とは、「他者と協働しながら、地域に新しい価値を創り上げること」を表し

ます。 この理念を�した「地域共創学�」は、それまでの学部の壁をなくして文���合大学としての�広い

学びが可能な9専�を1つの学�に�含しています。自分の興味や関心、�来の目�にあわせて、社会�学�

も人文�学�も、�広い選��の中から「学びたいこと」を組み合わせて学ぶことができます。

「経�経営学部」の学びは、�後学生たちに期待される能力の��を実

�し、社会を支える力になると考えます。

本格的なA�時代を迎え、�T、�oT（モノのインターネット）技術や、ビッグ

データを含�データの収集解�能力を�につけること、さらにはビジネ

スのグローバル化に対応した外資�企業におけるインターンシップ・プ

ログラムの展開などが新学部の特長です。

経�経営��の�び

●所在地／北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1�2021年4月開設��新札幌キャンパス�
●お問い合わせ／札幌学�大学
　TEL:011-386-8111
●ホームページ／https://www.sgu.ac.jp/

アイ�文化の�い�育成や、魅力の発信に取り組んでいます。

ウレシ�クラブ

●所在地／札幌市�平区西�3条7丁目3番1号
●お問い合わせ／札幌大学/札幌大学�子�期大学部
　TEL: 011-852-1181
●ホームページ／https://www.sapporo-u.ac.jp/

本学では、北海道・札幌という地域に�差した大学として、地

域社会のためにさま�まな取り組みを実施しています。

北海道、北海道議会、厚�町、新�町と連携し、地域の活性化

に��するさま�まな活動を行っています。

こうした取り組みには学生も��的に参加し、活動を通して学

びを深めるアクティブラーニングの場となっています。また、�

力的な取り組みの成果は、外部団体にも評価されています。

（め�～�の��者向け学�支援活動「チャレンジド�」：平成

30年度の文部�学大�表���、ウレシパクラブ：�9回地域

�生大�特別���）

地域連携活�

��P���

「札幌市立大���ラ�開設」

近年�A�（Arti�cial �ntelligence: 人工知能）技術が�

�に進展しています。

札幌市立大学では、��元年度に札幌市立大学��ラ

ボ ���� A� Laboratory- を設立し、A�が持つ特長を

人々の生活に役立てるための研�に取り組んでいま

す。特に�札幌市の公共事業の効率化を通じた市民

サービスの向上や地域��に向けて、マルチエージェ

ント技術を活用した車�の�動最適化とその社会実

�を図っています。

��に関するご相談を��的に�け付けています。

https://ai-lab.scu.ac.jp/　

（※資料等：���ページ内にある画像や�明文・事例をご参�ください。）

新キャンバスは、本学の社会��活動にいおける拠点ととらえ、新学部

は地域連携事業に係る教育研�組�としれ、共同開��目や教育プロ

グラムの開発、公開��・市民向け教育事業の共同運営などを考えてお

ります。

地域連携活�
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●サントリー ザ・プレミアム・モルツ ガーデン

●A�A�� ��PER �R� BEER PAR�

●キリン 一番�り ビアガーデン

●T�E サッポロビヤガーデン

●��のビール広場　●札幌ドイツ村　など

大通公�の1丁目と4～8丁目、10丁目、11丁目を会場に、北海道各地か
ら農畜産物、加工品、�イン・日本酒などが集まるグルメイベントです。
ラーメンなどのご当地グルメの販売ブース、地元食材を使った飲食店、
道内の100を�える市町村などが出店し、市内の人気店のシェフが料理
を提供する「さっぽろシェフズキッチン」などがあり、全国各地からファン
が訪れます。エリアごとに会場の��気が�なり、入れ�わるお店もあ
るので、あちらこちらを食�歩いて楽し�ことができます。2020年度は
オンラインで開催いたしました。

大通公�に数多くのビアガーデンが出�する札幌の�の�物�。中でも

サッポロビールが提供する「T�Eサッポロビヤガーデン」では、道内の市

町村と連携した取組が人気。各自�体が「自�のふるさと」の魅力をクイ

ズやゲームで楽しくPRする「ふるさと応援PRステージ」が開催されます。

このイベントは北海道の70以上の自�体が参加しています。

�客力��！ ビッグイベントで発信

毎年2�����上が�れる食の大祭�

さっ�ろオータムフェスト

国内�大�のビアガーデンでふるさとをPR

��協�さっ�ろ大通ビアガーデン
（サッポロビール会場）

●「おうちdeオータム」オンラインショップ

●「お店deオータム」参加店を楽し�

※2020年度の内容です。変�になる場合がご�います。

※変�になる場合がご�います。

●開催期間／毎年9月

●開催場所／大通公�ほか札幌市内各エリアで連携イベントあり

●主催／さっぽろオータムフェスト実行��会

●お問い合わせ／さっぽろオータムフェスト実行��会運営事務局

　TEL.011-281-6400　www.sapporo-autumnfest.jp

●開催期間／毎年7月～8月

●開催場所／大通公�

●主催／さっぽろ�まつり実行��会

●お問い合わせ／さっぽろ�まつり実行��会

　TEL.011-281-6400　FAX.011-231-1970

　sapporo-natsu.com/beer-garden/

高知�の「よさこい�り」を参考に、「�子」と北海道の民�「ソーラン�」をミッ
クスさせて�るイベントで、1992（平成4）年に10チーム1,000人の参加者でス
タート。�では国内外から約3万人が参加し、約200万人の観客が訪れるイベン
トとなっています。会期中、大通公�の西5丁目と西6丁目では道内や全国の食
が集まる「北のふーどパーク」をお�りの一部として開催しています。「食」という
側面でもお�りの役�や可能性を広げていくため、例年多くの方に出店いた
だいております。

北海道の��の一大イベント

��������ーラン祭り

※変�になる場合がご�います。

●開催期間／毎年6月

●開催場所／大通ほかサッポロファクトリーやJR「札幌」駅南口広場など

　多数の会場で開催

●主催／札幌市・札幌観光協会・札幌商工会議所・

　���A���ソーラン�り組���会

●お問い合わせ／一般社団法人���A���ソーラン�り組���会

　TEL.011-231-4351　www.yosakoi-soran.jp

大通�か

北海道日本�ムファイターズ�例のグルメ企画である「なまらうまいっ

しょ� グランプリ」は、札幌ドームで行われるファイターズ�のシリーズイ

ベント期間中に毎年開催しております。

「北海道179市町村応援大使」企画として実施しているため、その年の

応援大使に選ばれた18市町村から自�のグルメや食材が札幌ドーム

オープンテラスに集結し、お客様の��でグランプリを�います。

北海道内�大�のグルメグランプリ！

なまらうまいっし�！ グランプリ

●��内市　●��市　　●��町　　●���町

●�知安町　●���町　●新�町　　●��内町　

●�前町　　●�部町　　●��野市　●下�町　

●東�町　　●小平町　　●�文町　　●�軽町　

●�幌町　　●厚岸町

●開催期間／未定 ※例年8～9月で開催

●開催場所／札幌ドーム オープンテラス

●主催／株式会社北海道日本�ムファイターズ

●お問い合わせ／株式会社北海道日本�ムファイターズお客様センター

　TEL.0570-005-586　info��ghters.co.jp

札幌ドーム

20２１年の応援大使市町村出�市町村（��）

�����������ーラン祭り����会

札幌では、��中から�場者を��るビッグイベントが��を通じて開催されています。
北海道が�る「食」を中心に、道内の地域の力を��し、毎�大いに��います。

●各チーム演舞　

●�オドリスクエア

●サタデーナイトパレード　

●ファイナルステージ

●ジュニア大会　など
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札幌のイベントは大盛況

留萌管内の美味しいものが大集合するイベントです。

正月支度やお歳暮にぴったりの「数の子」「甘えび」「タコ」などの

水産加工品や地酒を販売いたしました。各市町村の観光・イベン

ト情報の案内や管内ご当地キャラによるステージイベント、クイ

ズ大会も実施。体験コーナーでは、羊毛壁掛けづくりや海藻しお

り作成体験も行いました。

同日に北海道大学生活協同組合において、学生向けに留萌管内

の食材を使った数量限定の学食メニューを提供する「るもいフェ

ア」も開催。

札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場（西）

行ってみたいを見つけよう！

冬のるもい大物産展! inチ・カ・ホ

●留萌管内各市町村の特産品販売

●サフォーククラフト体験などのものづくり体験

●管内8市町村の観光パンフレットの配布

●ご当地キャラのステージイベント

●開催期間／2018年12月13日（水）、14日（金）

●開催場所／札幌駅前通地下歩行空間 北3条通交差点広場（西）

●主催／北海道留萌振興局

●共催／留萌観光連盟

●お問い合わせ／北海道留萌振興局 産業振興部 商工労働観光課

　TEL.0164-42-8443

道内市町村が連携して、あるいは単独で、札幌を活用して様々なイベントを開催。
毎年開催されているものもあり、札幌市民も観光客も楽しみにしている街の風物詩になっています。

牡蠣で有名な厚岸から、さらなる牡蠣の周知と牡蠣以外の海産

物をアピールし、安全・安心の厚岸ブランドを広めるため札幌で

即売会を開催。旬の厚岸産毛ガニや牡蠣等の海産物販売をはじ

め、ビンゴ大会、毛ガニの試食など多彩なイベントで盛り上がりま

した。会場にサッポロファクトリーを選んだのは屋内施設でス

ペースが充実しており、音響やレイアウトも自由に造れることと、

市民の他に観光客も多く来場するため。当日は大勢の来場があ

り、観光客にも喜ばれました。

サッポロファクトリーアトリウム

厚岸の漁師による新鮮魚介の直売イベント

厚岸漁協 味覚祭り

●厚岸産浜ゆで毛ガニや牡蠣等の海産物販売

●ビンゴ大会

●毛ガニの鉄砲汁の提供

●開催期間／2020年2月14日(金)～16日(日)

●開催場所／サッポロファクトリー アトリウム

●主催／厚岸漁業協同組合

●お問い合わせ／厚岸漁業協同組合直売店

　TEL.0153-52-0117

　www.a-uroko.or.jp
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ホテルや商業施設とタイアップ

●開催期間／ほぼ毎月テーマを変えて１ヵ月間
●開催場所／ホテルオークラ札幌 
　1F レストランコンチネンタル、B1F 中国料理 桃花林、
　B1F きょうど料理亭 杉ノ目
●お問い合わせ／
　株式会社ホテルオークラ札幌  企画広報課
　札幌市中央区南1条西5丁目
　TEL.011-221-2281
●ホームページ：www.sapporo-hotelokura.co.jp

一言メッセージ

それぞれのフェアは、開催の一年前からお

申し込みいただいた市町村の方々と話し

合い、メニューや告知内容を練り上げてい

きます。メニューにも宣伝効果にもきっと期

待以上の驚きがありますので、ぜひ一度、

視察してご体感ください。

道内外の観光客はもちろん、市民も利用する機会が多いホテルとのタイアップはPR効果大。
地元食材を使ったオリジナルメニューを通じて、まちへの興味・関心が高まります。

ホテルオークラ × 道内市町村 

レストランフェア

ホテルオークラ札幌では2011年よりほぼ毎月、テーマを変えて道内市町村を紹介する

レストランフェアを開催。メニューに地元の特産品を使うだけではなく、広く知られてい

ない食材を発掘して料理法を考案したり、まちの歴史や観光スポットを紹介したり、地

元のためになり地元の人といっしょに作り上げることを目的としています。開催中は地

域名を大きく掲げた看板やポスターが館外・館内を飾り、チラシやWEBなどにもまち

のPRが掲載されます。

センチュリーロイヤルホテル × 道内市町村

北海道産食材を活用したタイアッププロモーション

ビッセ（北洋銀行） × 道内市町村

市町村PRイベント

センチュリーロイヤルホテルは、道内

各市町村や様々な事業体などとタイ

アップし、食やロビー展を通じた地域

情報の発信に取り組んでおります。

地元食材を使ったレストランフェアや

特産品販売などを連携して行い、地

域の魅力を発信いたします。ホテル

公式サイトやネットメディア、新聞・雑

誌などでの広報・PR活動にも力を入

れています。

●開催場所／センチュリーロイヤルホテル
　2F ユーヨーテラス サッポロ、19F 日本料理 北乃路
　23F スカイレストラン ロンド
●お問い合わせ／
　センチュリーロイヤルホテル　営業企画室
　札幌市中央区北5条西5丁目2番地
　TEL.011-210-9340
●ホームページ：www.cr-hotel.com/

一言メッセージ

市内では数少ない地場資本のシティホテルとして、北海

道内各地の食材供給地とコラボしたメニュー開発や、北

海道にゆかりのある文化・芸術関連イベントとのコラボ、

北海道内の学校・教育機関と連携したプログラムなど、

「地域密着」を全面に打ち出した様々な企画に取り組ん

でおります。「食」に関しては、言わば、北海道各地の食材

をプレゼンする「ショールーム機能」「ホテルらしい広報」

による情報発信拠点として、タイアップ先をはじめ、訪れ

るゲストからも高い評価をいただいております。

美深町・同町観光協会は、「かぼちゃどぶろ

く」や「かぼちゃ甘酒」の試飲のほかチョウ

ザメの稚魚を展示。地域ゆるキャラの「びふ

かくん」「みみちゃん」も参加してビッセを訪

れる人たちに同町をＰＲしました。

●開催場所／北洋銀行ビッセ１階ロビー
●お問い合わせ／
　北洋銀行 　本店営業部2階
　札幌市中央区大通西3丁目7番地 
　TEL.011-261-1357
●ホームページ：http://www.odori-bisse.com/

一言メッセージ

大通ビッセは平日でも約８０００人の人通り

があり、無料のプロモーションを実施でき

ます。これまで道内79市町村の方々が利

用、地元の魅力を発信いたしました。

（※2018年6月時点）

「大通観光プロモーション」が２００回目

を迎えたことから、同ロビーで記念のセ

レモニーが行われました。

会場を見つけたい 情報を発信したい 商品を売りたい 事例を知りたい
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駅ナカを活用

【募集中の区画や出店相談はこちら】

札幌市交通局では、地下鉄駅など多くのお客さまにご利用いただいている立地上の利点を活かし、
お客さまの利便向上を図るため、駅構内店舗等設置者（駅ナカ事業者）を募集しています。

駅構内店舗等設置者（駅ナカ事業者） 募集

地下鉄駅構内や駅直結のバスターミナル内では、駅のお客さまをターゲットに、コンビニエンスストアやフラ

ワーショップ、パン屋などの店舗が出店されているほか、自動販売機やATM、宅配ロッカーなどが設置され、

多様なサービスが提供されています。

交通局では賃料に当たる使用料を事業者様から頂き、地下鉄駅の空きスペースを提供しています。

現在募集中の区画はもちろん、それ以外の駅構内空きスペースへの出店希望に対しても、随時、事業提案を

受付けています。

令和３年４月から、一部の募集区画で賃料の減額や車両広告等を活用した広報支援等を実施しています。

●開催場所／北洋銀行ビッセ１階ロビー
●お問い合わせ／
　北洋銀行 　本店営業部2階
　札幌市中央区大通西3丁目7番地 
　TEL.011-261-1357
●ホームページ：http://www.odori-bisse.com/

＜お問い合わせ先＞

札幌市交通局事業管理部営業課資産活用係

電話番号：896-2722

メールアドレス：st.shisan@city.sapporo.jp

＜札幌市交通局HP（駅ナカ事業者募集情報）＞

https://www.city.sapporo.jp/st/ekinaka/bosyutop.html

■西18丁目駅「大吾パン」 ■美園駅「ふぁーむらんど」 ■美園駅「シャンプー自販機」



6次産業化も札幌市がサポート

北海道の農水畜産資源の高付加価値化を促進す

るため、道内の1次産業に従事している方と札幌市

内のものづくり企業等との連携による新製品開発

のために必要な費用を、札幌市が補助します。

北海道内の1次産業者と、札幌市内の2次・3次産業

者が「対等な関係」で連携し、北海道の農水畜産資

源を活用した新商品開発を行う事業（食品に限る）

■対象となる事業

○補助額：上限400万円

○補助率：補助対象経費の2/3以内

○補助件数：5件程度

■補助額及び補助率

お問い合わせ・お申し込みは…

札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1

www.city.sapporo.jp/keizai/6ji
www.sec.or.jp/simple/kikaku/6ji

TEL.011-820-2062　FAX.011-815-9321

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 
販路拡大支援部

道内
生産者の
収入増・
自立化

市内
関連産業の

活性化

6次産業活性化推進事業

●事業名：対面販売網に最適化させた北海道

産乳製品の開発事業

●コンソーシアム構成者：①㈲小林牧場（江別

市） ②新札幌乳業㈱（札幌市）◎ ③㈱北酪

乳販（札幌市）

ものづくりコーディネーターに

ご相談ください。
札幌市では、一般財団法人さっぽろ産業振興財団のものづくりチームにコーディ

ネーターを配置しています。

ものづくりチームでは、北海道産原料を使用し道内（札幌市）で加工することや、

札幌を拠点として道内・道外・海外へ販売することを目的とした商品開発支援を

行なっています。商品開発から販売までを専門のコーディネーターが支援すると

ともに、補助金による支援も行います。

新商品開発をご検討される事業者様は、上記問い合わせ先までお気軽にご相談

ください。

1次産業に携わる農水畜産業者が2次産業の加工

や3次産業の流通にも関わり、経営を多角化して収

益率を高めることを6次産業化といいます。1次産

業、2次産業、3次産業のそれぞれの数字を足すと6

になることから名付けられました。農林水産省は平

成22年に「六次産業化・地産地消法」を公布。全国

で6次産業化への取組が進められています。

全国で進む6次産業化。

事業から生まれた新商品はこちら！
※一例になります。詳しくはお問い合わせください。

①：1次産業者、②：2次産業者、③：3次産業者 ◎：代表者

［26年度］

北海道産生乳と砂糖のみで仕上げた
のむヨーグルト（甘さすっきり）  

［事業の特色］ 江別市の小林牧場の高品質生乳を新

札幌乳業のヨーグルトはっ酵技術で付加価値を高め、

北関東エリアにおいて、対面販売網を有する北酪乳販

と共に販売展開を推進する。

●事業名：水揚げ量日本一の道産エビ類の未利用資

源を活用した高付加価値ドレッシングの開発

●コンソーシアム構成者：①北るもい漁業協同組合

（羽幌町） ②㈱北海道バイオインダストリー（札幌

市）◎ ③㈱不二屋本店札幌店（札幌市）

③㈱ほくみん（札幌市）

［27年度］

北海道タマネギドレッシング羽幌甘エビ香味

［事業の特色］ 日本一の水揚げ漁の北るもい漁業協同組合

が有するエビ類の未利用資源を活用した付加価値の高い機

能性ドレッシングを開発。お土産店への販路を持つ卸企業と

連携し、全国に通用する北海道の観光土産を創出する。

マッチング

販路開拓・拡大支援

道産食品・素材のブランド化・高付加価値化

道内１次産業者と市内２次・3次産業者
との出会いの機会を創出

展示商談会や催事等への出展による
開発商品の販路開拓・拡大支援

道内1次産業者と市内2次・3次産業者が連携して商品開発

1次産業者
（農水畜産業者・団体等）

北海道内全域

補助事業

２次・3次産業者
（製造・卸・小売・コンサル等）

札幌市内

札幌市は、6次産業化によって北海道の産業が活性化することを目指し、「6次産業活性化推進事業」を

実施しています。この事業から付加価値のある新しい商品が次 と々誕生しています。
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道内中小企業の
コンテンツ活用をバックアップ
札幌市内のクリエイター等と連携して、コンテンツの力で経営の活性化を目指す

北海道内の中小企業を支援します。

北海道内の中小企業者が、自社の経営課題を解決する（新規商品やサービス

等の開発、既存商品やサービス等の高付加価値化、販路の拡大、業務効率化

を図るための自社業務の改善、ブランディング等）ために、札幌市内クリエイ

ター等と連携し、新たにコンテンツ等（デザイン、映像、音楽、キャラクター等）

の活用を行うという取組であり、他の企業にとって参考となるコンテンツ等活

用のモデルケース（先進的な知的財産活用事例等）になりうると財団が認め

た取組とします。
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https://www.icc-jp.com/

